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日経国際版を6ヶ月以上お申込の方には、

雑誌やマイレージなど、6つの特典から

お好きなものを ひとつプレゼント！　　

　

香港でもやっぱり日経 ! 

               無料お試し購読受付中！

［Forbes］語られ始めた
「日本の失われた20年はウソ」という真実（29日）

スマホ初心者がはまる
「端末無料」の落とし穴（28日）

3位～10位は・・・
弊紙16ページに掲載中！

1位

2位

3位3位

香港限定

国際版を定期購読すると
電子版も無料で読める！

TEL : 852-2598-1771  FAX : 852-2845-7768
E-mail : nikkei@nikkei.com.hk WEB : www.nikkei.asia
※必要事項:[購読期間、購読者名(ふりがな要)、ご希望の特典、ご勤務先、配達先住所、請求先住所
(会社もしくは個人宅)、Eメールアドレス、キャンペーンコード:HKPW2013]を必ずご記入ください。

【お申し込み方法】

日経電子版　読まれた記事ランキング8月24日～8月30日
(日本経済新聞国際版 2013年9月1日紙面より抜枠)

日経中国(香港)社
NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.

週
報
週
報



02 Pocket Page Weekly 13 September 2013 No. 400
B

トピックス（香港・広東共通）

香
港
&

広
東
ノーレイトラベルで巡る
世界遺産の旅 アンコールワット

　国慶節は何処に行こうか悩んでいるひとに朗報！ノーレイト
ラベルから3泊4日のカンボジア アンコールワットツアーが登
場した！
　遠いようで意外と近いカンボジア。カンボジアといえば、そう！
アンコールワット！その最大の魅力はなんといっても世界三代
仏教のひとつに登録されている世界遺産の遺跡だ。静謐な雰
囲気に存在する繊細な装飾や、遺跡に刻まれた多数の芸術的
彫刻を目にしたら誰もがたじろぐだろう。
　また、東洋のモナリザといわれる女神像と、美しい桃色の石
によって建築された建物で有名なバンテアイ・スレイも訪れる。
　アンコールワットを中心にしているシェリムアップ遺跡群は、
東京23区の広さで遺跡があちこちに散らばっているので、と
ても一日じゃ周りきれない。だが、同社のツアーでは、3泊4日
でアンコールワットはもちろん、アンコールトム、像のテラス～
ライ王のテラス、バイヨン寺院、タ・プローム遺跡、などを効率
的に楽しむことができる！
　ツアーは、航空券代金は含まれないが、3泊宿泊のホテルに、
4日間の日本語専用ガイド、専用車に食事、入場券が付いて
RMB2600となっている。

ノーレイトラベル
香港本社
住所：Rm. 1501-3, Grandmark, 8A-10 Granville Rd., TST
電話：(852)2739-3398(18Lines)  メール：jp@norraytvl.com
日本語ホットライン：(852)2739-3455
広州連絡事務所(Nice Holidays Co.Ltd.) 
住所：広州市天河区体育館西路191号中石化大厦B塔4202-5室
電話：(86)20-8765-9328  メール：canjp@norraytvl.com
日本語ホットライン：(86)20-8765-3388

アンコールワット―広州　
中国南方航空3054
（火 木 土）
11：10発、14：50分発
（月 水 金 日）
19：25発、23：05分発

香
港
期間限定キリンビール
「キリン秋味」と「一番搾り スタウト」

　キリンビール株式会社から2つの期間限定ビールをご紹介。
　まずは、秋の定番ビールとして好評の秋季限定ビール「キリン秋味」。
1991年に発売された「キリン秋味」は、キリンの通常ビールの約1.3倍分
の麦芽をたっぷりと使用し、アルコール度数は少し高めの6％と、味覚の秋
にふさわしい、しっかりとしたコクと飲みごたえが楽しめるビールだ。秋に楽
しむビールには、「コク」や「味わい」、「うまみ」といった味覚への期待や、旬
の食材と一緒に楽しみたいといったニーズが一層高まる傾向にある。「キ
リン秋味」はこうした味覚ニーズをとらえており、秋に楽しみたいビールとし
て毎年高い評価を受けている。パッケージは紅葉を印象的に表現しており、

明るい秋空を連想させる気持ちのよい、ぬけるようなデザインで、これまた
秋を感じられる。
　2つ目は、黒ビール「一番搾り スタウト」。スタウトならではの伝統的な特
徴である芳醇さと、現代のビールの味覚に求められる飲みやすさを、「麦芽
100％使用」「一番搾り製法」で実現した豊かなコクとまろやかな味わい
が特徴の黒ビールだ。パッケージは、ビールとしてのプレミアム感や品質感
を訴求したスタイリッシュなデザインとなっている。限定商品として、9月
25日から10月8日まで開催される「セブンイレブンビールフェスタ」しか手
に入らないということ。
　キリンのビールを飲みながら今秋を楽しんでみては。

香港 香港

キリン秋味
セブンイレブンにて先行販売中！
9月20日から各日系スーパーマーケットにて販売開始

キリン一番搾り スタウト
9月25日から10月8日までセブンイレブンにて期間限定販売
キリンフェイスブック：www.facebook.com/kirinbeer.hk

航空券参考料金：お一人様RMB2220～4620+税金RMB900
（空き状況によって料金変更となることがあります。）

広州―アンコールワット　
中国南方航空3053
（火 木 土）
8：15発、10：15発
中国南方航空1015
（月 水 金 日）
17：00発、18：30発

航空情報
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トピックス（香港・広東共通）

香港＆広東

広
州

「人権とは？」「正義とは？」を問いかける衝撃的な名作
「A Clockwork Orange」を舞台化、香港で初公演

　イギリスの小説家アンソニー・バージェスが1962年に発表した小説｢
A Clockwork Orange（時計仕掛けのオレンジ）｣。管理社会における人
権問題について描いたディストピア小説と呼ばれている。1971年にはスタ
ンリー・キュービック監督による同作品の映画が公開され、その衝撃的な
内容が大きな話題となった。小説の発表から51年を経て、映画化された
ストーリーが舞台化され、11月23日には「Hong Kong Academy of 
Performance」において、香港で初の公演が行われる。
　舞台は近未来のロンドン。毎日の様に暴力やセックスに明け暮れてい
た不良グループの首領アレックスは、ある殺人事件で仲間に裏切られ、収
監させられてしまう。そこで彼は、攻撃性を絶つための洗脳（ルドヴィコ治
療）の被験者になることで、刑期を短縮してもらうことに。この治療はけん

かや暴力、殺しの映画を見せて投薬を続けるというもの。投薬による吐き
気と暴力を結びつけることで、暴力行為に対する拒絶反応を作り出し、悪
人を善人に矯正するのだ。
　実験は成功し晴れて自由の身になったアレックス。しかし、ほんのわずか
な暴力、そして、治療中BGMに使われていたベートーヴェンの第九にも、吐
き気を覚えるほどの嫌悪感を植えつけられた。更正したアレックスを待って
いたのは彼のその特性を利用しようとする反政府の人々だった。彼らを批
判しようとしたアレックスは自殺に追いこまれる。「科学によって道徳的な
選択の自由を奪われた人｣になってしまったアレックス。そんな彼の行方は…？
　いったいどのように舞台化されるのかも見どころだ。早速足を運んでみ
よう。

日時：11月6日～10日
場所：Lyric Theatre, The Hong Kong Academy for Performing Arts

チケット：HKD695、HKD595、HKD495、HKD395、HKD295
ウェブ：www.hkticketing.com

香
港

中国語の家庭教師紹介・派遣
友達紹介で受講料5％オフに

　中国での生活、中国語で自由に会話できればなぁ～と感じることはな
いだろうか？学校に入学して勉強するのも一つの手だが……「仕事が忙
しくて通学が難しい」、「休みがちになり授業がわからなくなる」、「聞き取
りはできるが会話力が身につかない」などなど、障害も多い。特に会話力
をUPさせたい方は、レッスンの間隔が空いたり、会話の機会が少ないとな
かなか上達しない。そこでお勧めなのが中国語家庭教師。家庭教師の利
点は都合のいい時間と場所に、派遣してもらえること。
　日本人が多く住む天河区に拠点を置く「広州天天漢語」は、そうした
ニーズに対応しており、中国語レッスンと家庭教師の派遣を行っている。

家庭教師は、いずれも5年以上の経験を持つベテラン。生徒一人一人に合わ
せたカリキュラムでレッスンしてくれる。中国語のほかにも、英語、ピアノのレッ
スンにも対応している。
　9月30日（火）まで、「PPWを見た」で申し込むと、受講料（通常
RMB100/時間）がRMB80になる。また、新規受講者を紹介すると、受講
者が100時間以上一括払いの場合は受講料の5％を、分割払いの場合は
現金RMB200を、紹介者に還元してくれる（サービスの併用可）。本場の
中国語会話を学べるこのチャンス、自分に合った学習サポートを探してみ
よう！

広州天天漢語　
住所：広州市天河区天河北路希尔頓（ヒルトン）陽光公寓北塔1305
電話：（86）136-5090-0390（杜・日本語可）

A Clockwork Orange

営業時間：8:00～22:00
メール： everydaychinese86@163.com
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香港ピックアップ

9月18日～23日 11月29日まで

SCENT of art
香りを融合した絵画展示会

The Exhibition Hall of Hong Kong Visual Arts Centre
www.studio83.com.hk
入場無料

Exhibition

日本人アーティストも来港！
　2008年に創立された「STUDIO 83」は、もっと芸術を一般の人の日常生活に取り入れてもら
うおうと、展示会やワークショップ、芸術クラスなどを行っている。そんなスタジオが主催する
チャリティーペインティング展示会「SCENT of art」が9月16日～23日の期間限定で開催され
る。日本人アーティストの美崎慶一を始め、エクアドル、中国そして香港のアーティスト合計7
名による40点以上の作品を展示する。今回は色彩と香りを融合する芸術体験を目指し、「大
地」、「海洋」、「官能」、「木」、「歓喜」の5つのテーマに分けてエリアを設ける。訪れる人は、各エ
リアの香りにより様々な記憶を蘇らせながら、絵画を見ることになる。斬新な芸術の楽しみ方
である。
　さらに、展示会の収入の一部は児童癌病基金（Children’s Cancer Foundation）に寄付され
る。不思議かつ有意義な芸術鑑賞はいかがだろうか。

今週の香港ピックアップ

お洒落でエレガントなジバンシーの最新メガネ
　今季のジバンシーのアイウェアコレクションからは様々なスタイル、形
と色のバリエーション豊富なデザインが登場。女性はよりエレガントに女
性らしく、そして男性はきりっと男らしく見せてくれるのが特徴だ。マドン

ジバンシー
2013 アイウェアコレクショ

    

広東

発売中

ハーバーシティ専門店
Shop 142, 1/F., Harbour City, TST

ナ、ビヨンセやケイト・モスなどの海外
のセレブの愛用者も多くいる。早速
チェックしてみては？

香港 香港

Espace Beaute
メンズフェイシャル

22/F.,Asia Pacific Centre, 8 
Wyndham St., Central
月～土　10:00～21:00
日、祝日　10:00～19:00
(852)2117-0207

デイビッドベッカムもお気に入り
　すべての肌タイプに対応したメンズのフェイシャルスキンケア。た
まった毛穴の汚れを取り除き、角質を除去してぱっと明るい肌に。テカ
リ防止の効果もあるフェイシャルはついつい男性だからといってケア
を怠っている人に最適。トリートメントは60分、90分の2種類。90分コー
スは背中のマッサージ付き。

実施中9月19日上映

貞子3D 2
公開開始

あの恐怖を再び劇場で
　呪いの動画事件から5年後。孝則と茜の間には娘の凪が生まれてい
て、貞子による新たな事件が増殖する続編。スマートフォンに恐怖が連動
する「スマ4D」という仕掛けも登場。映画を見ながらその場で電話に出る

監督
英勉
出演
瀧本美織、瀨戶康史、大澤逸美、
平澤宏

新感覚の魚介スープぜひ
　つけ麺がおいしいと評判の｢無敵家｣の尖沙咀店と上環店ではお徳な
ランチセットプロモーションを実施中。HKD69の大人気辛味豚骨ラーメン
または醤油魚介ラーメンに焼き餃子、そして冷しトマト、たこ焼き、または
蟹クリームコロッケから一品選べるセット。HKD88のセットには上記の他
に自家製焼き鳥かチーズケーキ付き。

無敵家(尖沙咀、上環店)
ランチセットプロモーション

    

尖沙咀店
4/F., Zhongda Bld., 
38-40 Haiphong Rd., TST
上環店
G/F., 9 Mercer St., Sheung Wan
月～木　11:30～23:00
金、土　11:30～23:30
日　12:00～22:30
info@mutekiya-hk.com

と、劇中では聞こえない声が聞こえたり
と仕掛けが。貞子に襲われる感覚を味
わってみては。
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香港ピックアップ

香港

15周年記念としての開催
　ポーランド出身のミュージシャンGedymin Grubba のデビュー15周年、世
界各国で100回以上コンサートを開催したのを記念して、香港のカルチャー
センターにて記念パイプオルガンコンサートを無料で開催。ソロ、グループパ

    

Hong Kong Cultural Center,
10 Salisbury Rd., TST
17:00～
 (852)2734-2819
チケットは無料配布しますが、
数に限りがあります

ポーランドミュージシャン
無料パイプオルガンコンサート

    

シティースーパー
新デザート店 Sweets Complex

ワンランク上のデザート登場
　シティースーパーハーバーシティー店に新しく6つの上質スイーツ店が
お目見え。日本の抹茶デザートの｢Chao no wa｣、イタリアのチョコブランド
｢Mendei｣、フランスの老舗ティーブランドの｢Hediart｣、日本で人気の
｢Patisserie Yamakawa｣とクッキーの｢Aunt Stella’s｣、そしてフランスの
｢Paul Lafayet｣。プレゼントに最適なボックスセットも多数取り揃えてい
る。

city’super, 3/F., Harbour City, TST
月～木　10:00～20:00
金、土　  10:00～23:00
www.citysuper.com.hk

9月13日～10月31日 実施中 9月21日

Shin Shinアートギャラリー
10周年記念 展示会

8ヵ国33人のアーティストによるアートコンテスト
　Shin Shin アートギャラリーはオープン10周年を記念して9月13日～
10月31日の間、過去10年間にギャラリーで作品を展示した33人の
アーティストを迎えて作品を競い合うコンテストを開催。作品はギャ

52-54 Sai St., Central
(852)2858-5072
www.sinsinfineart.com/
10yearsafter

フォーマンスを始めディレクターによる
演奏を含む豪華な内容になっている。チ
ケットは受付にて一人4枚配布。

ラリー内に展示されるのでぜひ
足を運んでその素晴らしい作品
を楽しんでみては。当日はライ
オンダンスや夜にはパフォーマン
スもあり。

香港

    

耳が不自由でも世界は広い 
　3歳の時に聴力を失った中国人画家・高楠氏だが、持ち前の優れた観察
力で多くの巨匠の下で才能を磨き独自の絵画スタイルを磨き上げてき
た。これまでにも多くの作品が各国に展示され、多くの賞を受賞。体が不自
由でも芸術で暮らすことができると伝えるために、顕能創作は高楠氏を迎
え、Hysan Placeにて20点以上の作品集めた展示会を開催中。

4/F., 7/F., 12/F., Hysan Place, 
Causeway Bay
www.keenablecreation.com/
index_cn.php

活色•心花
高楠氏個展
10月7日まで 発売中9月の毎週水曜日

コンテストに勝ってもう一品手に入れよう
　IFCで優雅な雰囲気の中、気軽にフランス料理が楽しめる｢French 
Window｣。9月の毎週水曜日20:30よりビールコンテストを開催。参加
者は10名で誰が一番早く1パイントのKronenbougビールを飲めるか

French Window
ビールコンテスト

を競う。勝者には同店の人気メ
ニューのムール貝のワイン蒸し
(HKD388)または7種のソースのフ
レンチポテト(HKD178)をプレゼン
ト。あなたの腕を試してみよう。 

8 Finance St., Central
20:30～
(852)2393-3812
www.thefrenchwindow.hk

新しくなったエグゼクテブランチを堪能
　香港でも上質なお肉を味わうことが出来ると人気の
｢WOOLOOMOOLOO PRIME｣のエグゼクティブランチメニューが一
新。定番で人気の5種のグリルメニュー、前菜とデザートの3コース
ランチ。前菜にはシーフードの盛り合わせまたはハムとソーセージの
ラタトゥィユ。食事を締めくくるデザートにはチーズの盛り合わせまた
はマルキーズチョコ。

WOOLOOMOOLOO PRIME
エグゼクティブランチ 

Level 21 The ONE, 
100 Nathan Rd., TST
(852)2870-0087



中国全土

深圳

香港

広東



白木屋・笑笑
Flat A-1, ７/F., Hing Wah Commercial Bldg.,
450-454 Shanghai St., Mongkok, Kowloon, Hong Kong
(852)2893-4888

　毎回香港での生活に役立つ情報を
ご提供いただき、ありがとうございま
す。広告掲載の反響効果も高く、いつ
も頼りにしております。今後も香港一
のフリー ペーパーとしてご活躍される
ことをお祈りいたします。

白木屋・笑笑
スタッフ一同
白木屋・笑笑
スタッフ一同 

400号達成おめでとうございます

王子飯店  
Shop 209, 2/F, 1881 Heritage, 2A Canton Rd., Tsim Sha Tsui
(852)2366-1308（Ms. Eva 日本語可）

　いつもお世話になっております。お
蔭様で王子飯店はずいぶん日本人読
者に浸透していきました。これからも
充実な紙面を仕上げ、さらに全面で面
白い取材をして、読者人数もPPWの号
数のようにどんどん上がってきますよ
うに！

スタッフ一同スタッフ一同

400号おめでとうございます！
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 特集

D’note Hair Saloon 
Flat B, 2/F., Cleveland Mansion, 5-7 Cleveland St., Causeway Bay
 (852)2882-3662

NISHIDA IPL PROFESSIONAL CENTER
Rm 504 - 505, 5/F., Grand Centre,
No.8 Humphreys Ave., Tsim Sha Tsui
(852)2732-2028　

　創刊400号おめでとうございます。
　第一号から弊社も掲載させて頂き、
皆様の反響に驚くばかりの400号をお
迎えになりましたね。努力努力で皆様
来ていらっしゃると思います。これから
も興味のある記事毎週楽しみにして
います。　

President
本多 　真由美
President
本多 　真由美

祝　400号

テンプスタッフ香港
11/F, Kailey Tower, 16 Stanley St., Central, Hong Kong.
 (852)2525-8121
　

　7年前に今の仕事を始めた時には、
PPWさんに載っている方に、飛び込み
セールしていたことを懐かしく思い出
します。PPWさんを通じて、大勢の方と
知り合えたこと、香港生活におけるか
けがえのない財産です。

保険アドバイザー
平原　奈津子
保険アドバイザー
平原　奈津子

PPWさん サイコー！！

マニュライフ Manulife
20/F., The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, CWB
(852)9722-0012

EN GROUP 
Unit 714, 7/F.,Miramar Tower, 132 Nathan Rd.,
Tsim Sha Tsui, Kowloon
(852)3428-2552

　創刊400号誠におめでとうございま
す。創刊以来、えんグループ各店舗の
美味しい情報を掲載していただき、深
く感謝申し上げます。 
　貴紙との「えん」に感謝し、御社の更
なる飛躍と発展を祈っております！ スタッフ一同 スタッフ一同 

創刊よりお世話になっております

Kingsway Personnel Ltd.
Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza 1, 
489 Hennessy Rd., CWB
(852)2110-4433

　祝400号！グルメからビジネス情報
まで毎週沢山の情報をありがとうござ
います。1号からの道のりも厳しいも
のあったかと思いますが、しっかりと
進化されていると感じています。益々
のご発展を心よりお祈り致します。 

Managing Director
菅原　美貴

Managing Director
菅原　美貴

これからも楽しみにしています！

Ramen & Bar 一平安ひごもんず
www.ippeian.com

　発行第400号、おめでとうございま
す。PPWさんとは長くお付き合いさせ
ていただいておりますが、年々ページ
増加のみならず、香港から中国広東省
やベトナム等へ展開されているのを
頼もしく感じます。記事内容も豊富で、
いまや海外で生活するわれわれ日本人
にとって必須のフリーペーパーです。今
後も、ますますご発展されることをお
祈り申し上げます。

代表　島田　逸子代表　島田　逸子

いつも楽しく拝見しています

　おめでとうございます。ぽけっと
ぺージ最初からのお付き合いなの
で、これからも末永く頑張ってくださ
い。

Chief Hair Stylist
大久保　隆正
Chief Hair Stylist
大久保　隆正

400号おめでとうございます！

　第400号発行、誠におめでとうござい
ます。貴紙は、日々たいへん助けになる
情報の幅広い分野での提供を続けて
おられ、当地に住む私たち日本人にと
って誠に心強い存在です。私も、着任以
来多く御指導いただいています。今後
の益々の御発展をお祈りいたします。

在香港日本国総領事館 
46-47/F., One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central 
(852)2522-1184（代表）

総領事　野田　仁
 

総領事　野田　仁
 

祝400号 心強い御案内に感謝・拍手

在広州日本国総領事館
広州市越秀区環市東路368号花園大厦
(86)20-8334-3090

　貴紙が創刊された2005年10月から
8年がたち、この間、広東省は大きな
経済的発展を遂げ、日本とのつながり
も更に深まりました。貴紙は、当地で
暮らす日本人に貴重な情報を提供さ
れており、今後益々の発展を祈念いた
します。

総領事　伊藤　康一総領事　伊藤　康一

400号おめでとうございます！

　400号おめでとうございます。感慨
深いですね。立ち上げる事より、継続
する事の方が難しい。本当に応援した
くなる会社とメディアだと思います。引
き続き頑張って下さい。

英創人材服務（上海）有限公司
上海市呉江路31号
東方有線大廈21楼
www.yingchuang.com

総経理　黒崎　幸良総経理　黒崎　幸良

次は800号1000号!

インテリジェンス香港
Unit 713, 7/F., Miramar Tower,
132 Nathan Rd., TST
www.inte.com.hk

　おめでとうございます！創刊号を手
にしたのが昨日のことのようです。号
を重ねて400。今や香港・華南地区に
住んでいる日本人にとって欠くことの
できない情報紙になっているのです
ね。いやあ、感慨深い。 代表　玉利　将彦代表　玉利　将彦

祝PPW! 祝400号！

Borderless Management and Investment Ltd. 
Flat E, 21/F, Block 1, Queen's Terrace, No.1 Queen St.,HK
(852)3626-2476

　創刊からお付き合いさせて頂き
心より御礼申し上げます。またこの度
は400号達成おめでとうございます。
これからも華南地区に住む日本人の
方々の貴重な情報源として期待して
おります。なお一層のご躍進をお祈
り申し上げます。

代表　西田　美保代表　西田　美保

400号おめでとうございます

　スタッフの皆さんの温かくて一生
懸命なところはいつみてもすがすが
しく気持ちがいいですね。若いパワー
でこれからもさらなるご活躍、発展
されますことを衷心よりお祈り申し
上げます。

代表　横井　美佳代表　横井　美佳

400号おめでとうございます

Speakeasy Language Centre 
13/F., Fortune Ctr., 44-48 Yun Ping Rd., CWB
(852)2574-6256

小料理処 安半
2/F., Radiant Ctr., 7 Cannon St., Causeway Bay
(852)9222-8843

　2005年に16ページで創刊した貴紙
も、今では香港華南の日本人が毎週
楽しみにする媒体に育ちましたね。お
めでとう！
　これからも在留邦人の為に有意義
な情報を提供できるようにがんばって
ください。

社長　安部　隆孝社長　安部　隆孝

おめでとう400号！目指せ1000号！

Sagrantino
5/F, THE LOOP, 33 Wellingtons St., Central
(852)2521-5188

　おめでとうございます。PPWととも
に歩んできたレストランですので感
無量です。山もあり谷もありました。
これから更なる飛躍を期待しており
ます。

店主　安田　敬店主　安田　敬

祝　400号！！

PANDA TRAVEL AGNECY LTD
507-508, East Ocean Centre,98 Granvillef Rd., TST East
(852)2724-4440

　祝400号！毎週発行し続ける気苦労
やプレッシャーは本当に大変ですが、
貴紙は香港、広東在住の誰からも頼ら
れ、欠かせない存在！創刊号から、そし
て、これからも弊社一同、応援し続け
てまいります。

代表取締役社長
川崎　雅志

代表取締役社長
川崎　雅志

これからも皆様に愛され続けて！

皆様のおかげで
　日本人だけでなく、日本語を理解
する人々の情報・コミュニケーション
ツールとして、大変大きな役割を担い
続けて400号。敬服いたします。御紙で
の登場回数記録更新を目指します。益
々のご発展を祈念いたします。

ジェトロ香港 
Rm 4001, 40/F.,  Hopewell Centre, 
183 Queen's Rd. East, Wan Chai

所長　小野村　拓志
 

所長　小野村　拓志
 

祝 創刊400号！
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epis Education Centre  
【香港校】1/F, Redana Centre, 25 Yiu Wa St., CWB Tel: (852)2838-7177
【九龍校】Shop 143-5, 1/F, The Laguna Mall, 8 Laguna Verde Ave., Hung Hom Tel: (852)2362-0221
【わかば深圳校】深圳市南山区南海大道1113-1115花様年美年広場2階  Tel: (86)755-2162-1702

天風寿司・新鮮屋
天風寿司：深圳市南山区蛇口工業二路新時代広場層1楼
新鮮屋：　深圳市南山区南海大道繽紛假日豪園E棟128号舗

愛康国賓普済門診部
深圳市南山区東賓路匯賓広場二期2楼
(86)755-2649-1333

香港和僑会事務局
www.wa-kyo.org
mtakahashi@wa-kyo.org
http://www.facebook.com/hkwakyo

　創刊400号おめでとうございます。
「食は広州に在り」と言われますが、貴
紙の魅力の一つは「グルメ」ではない
でしょうか。今後も海外の日本人社会
に愛され、心の拠り所となるよう、魅力
溢れる情報を期待しております。

事務局次長
高橋　正浩
事務局次長
高橋　正浩

海外日本人社会の“心の拠り所”に

日経中国（香港）有限公司
LEVEL21, No.28, Hennessy Rd., Wanchai
(852)2598-1771

　発行400号、おめでとうございます。
ビジネス・芸能・グルメ等、様々な記事・
広告をいつも楽しみにしております。
今後も500号、1000号に向け、益々の
ご発展を祈念致します。

スタッフ一同スタッフ一同

祝400号！おめでとうございます！

RGF HR Agent Hongkong Limited
（株式会社リクルート 香港法人） 
www.rgf-hragent.asia/hongkong/

　既に当たり前の存在として手に取っ
ているので、つい見落としがちですが、
これまで400号も発行というのは、本
当に素晴らしいですね。今後も、500
号そして1000号と、一層のご発展・進
化を楽しみにしております。

スタッフ一同スタッフ一同

400号 おめでとうございます

スターツ（広州）投資顧問有限公司
広州市天河北路233号中信広場1205A室
(86)20-3877-0041

　400回も続く情報発信！毎週企画に
富んでいて本当に大変だと思います。
私たちもお客様にPPWからの情報を
お伝えしたりもします。
　これからも末永く永続的な情報紙
になる事を期待しながら楽しく拝読さ
せていただきます。これからも応援し
ます！

社員一同社員一同

400回の情報発信！すばらしいです。

友睦歯科 
深圳市南山区海岸城天利中央商務広場A座24階2406
日本語専用ダイアル (86)135-4333-6292

　創刊400号誠におめでとうございま
す！私も深圳にやってきて8年間日本
人の皆様の歯のお手伝いをしてまい
りましたが、御社も創刊から8年目。共
に成長した気分がします。今後の益々
のご発展を祈願いたします。

日本顧客部最高責任者
山崎　錦治

日本顧客部最高責任者
山崎　錦治

創刊400号　おめでとうございます！

兆星電脳有限公司
佛山市順徳区大良宜新路1号銀海大厦14楼A8
(86)757-2238-3352

　創刊400号、おめでとうございます。
初期の頃から本当にお世話になって
います。次は500号、1000号ですね。価
値のある日本語情報紙だと常々思っ
ていますので、これからも頑張ってく
ださい。いつも応援しています。 総経理　赤座　卓也総経理　赤座　卓也

スゴイ！Congratulations !!

　創刊400号、誠におめでとうござい
ます。毎週金曜日の発行を楽しみにし
ております。特に、食いしん坊の多い
弊社では、貴紙のグルメ情報は欠か
すことができません。香港そして深圳
在住の読者として、今後益々のご発展
を心よりお祈り申し上げます。

スタッフ一同スタッフ一同

毎週金曜日を楽しみにしています！

　創立8周年記念誠におめでとうご
ざいます。
　皆様のご健康を祝し、今後ともま
すますのご発展とご隆盛をお祈りい
たします。 外賓部医学博士

王　豔
外賓部医学博士

王　豔

ぽけっとページ周年のお祝い

CYNERGI 
広州市天河区天河南一路六運一街7号101室
(86)20-3734-0372

　400号おめでとうございます！お付き
合いを始めて2年半、PPWの皆様には
お世話になってります。私自身PPWから
多くの生活情報を頂き、快適な広州生
活を送らせていただいています。今後
も華南地区に住む多くの皆様に、新鮮
でより良い生活情報をお届けください！

スタイリスト
濱島　一二
スタイリスト
濱島　一二

400号おめでとうございます！

　いつも楽しく拝見しております。こ
の度は創刊400号達成おめでとうご
ざいます。香港、華南地区で活躍す
る日本人のための情報発信基地とし
て、地域に密着した「お役立ち情報」
や「得々情報」満載の紙面に期待し
ております。

スタッフ一同 スタッフ一同

創刊400号達成おめでとうございます 天
風
寿
司

400号達成！

香港ワークス・華南ワークス（Career Integration Co.,Ltd.）
Unit 605, 6/F., Nanyang Plaza,57 Hung To Rd., Kwun Tong
(852)2511-8321

　「継続は力なり」当たり前のことを当
たり前に継続することの大変さ。これ
も垂石代表や原総経理をはじめスタッ
フの皆さまがチーム一丸となって取り
組んできた結果だと思います。これか
らも更なるご発展を心より期待してお
ります。

代表取締役
松本　博明
代表取締役
松本　博明

祝！400号発行おめでとうございます！

　創刊400号記念、誠におめでとう
ございます。輝かしいご発展を遂げ
られた皆様の情熱に敬意を表し、さ
らなる飛躍をお祈りいたします。

オーナー　謝祺昌オーナー　謝祺昌

創刊400号記念、誠におめでとうございます。

日本料理 はせ川
深圳市南山区南光路126号鵬都大厦1Ｆ
(86)755-2652-3524

焼肉CHACHA 
広州市天河区体育西路191号中石化大厦柏西商都地下1階
(86)20-3892-2201

　400号おめでとうございます！毎週
金曜日に店に届くPPWを楽しみにし
ています。創刊から約8年を迎え、多
くの日本人に指示され読まれている
新聞だと改めて感じます。1000号目
指して今後も頑張ってください！ 店長　立島　圭彬店長　立島　圭彬

400号おめでとうございます！

Beford Corporation  (China)  Ltd.　Beford Food Service Co.
広東省東莞市常平大道聯邦大厦4楼
(86)769-8189-3179

　PPWの広告掲載のおかげで、店は
いつもお客様がいっぱい！いつもあ
りがとうございます。
　人生山あり谷あり、店も山あり谷
あり。でもPPWさんにはこれからも
末長～く常に面白い情報提供を期
待しています。私も香港・中国合わせ
ていつのまにか23年の滞在になっ
てしまいました。

代表　近藤　聡一代表　近藤　聡一

頑張れ！PPW　頑張れ！日本　頑張れ！中国

　長く住んでいても意外と知らない香
港ならではのイベントや伝統行事の
由来についての記事など、非常に勉
強になり楽しく読ませていただいてい
ます。今後も香港生活に役立つ、楽し
い情報発信を期待しております！
　読者を飽きさせない、常に新しい情
報を毎週発信することは本当に並大
抵のことではないと思います。

代表　関根　慎介代表　関根　慎介

400号おめでとうございます！

NAC Kingsway HR Ltd.
Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza 1,
489 Hennessy Rd., CWB
(852)2110-4433

　ぽけっとページウィークリーは2005年10月の創刊から約8年を経て、本号で400号
を迎えることができました。
　2005年は、日本では、“自然の叡智”をテーマに「愛・地球博」が開催され、香港では9
月に香港ディズニーランドが開業された年です。歳月をかみしめつつ、これまで、ご愛読い
ただいた読者の皆様、ご支援いただきました皆様に心よりお礼を申し上げます。
　今後も皆様のご期待に応えるべく、充実した紙面を目指して、スタッフ一同、熱いハート
で頑張ってまいります。これからもよろしくお願いいたします。

ぽけっとページスタッフ一同

　積み重ねて400号の発刊を心よりお
喜び申し上げます。当商工会議所の会員
が、新たな興味を発見にウイークリー
を開くそんな姿が目に浮かびます。引
き続き親しまれる紙面の提供をお願
いいたします。

香港日本人商工会議所
18/F., 68 Yee Wo St. , Causeway Bay
(852)2577-6129

事務局長
柳生　政一
事務局長
柳生　政一

親しまれる紙面に感謝します。



香港では公的な乗り物はペット禁止となっています。ミニバスに関してはドライバーの判断
で乗れる場合もありますが、基本は不可です。そのかわり、自動的に一頭につきHKD5が
自動的にチャージされますが、タクシーにはペットを乗せることができます。また、公園な
ども政府管理の場所はペットの立ち入りが禁止になっています。A

Q

　日本ではペットブームといわれるように
なって久しい。海外でもペットと暮らした
いけど、あれこれ不安と思っている人もい
るのでは？そこで、今回はペット特集。香
港・華南地区のペット事情とともに、ペット
愛好家に役立つ情報をお届けしよう！

アイ・ラブ・ペット！香港の人気ペットにフォーカスアイ・ラブ・ペット！香港の人気ペットにフォーカス
最近、香港でもペットが人気だそう。人気のペットや巷で話題になっている看板猫を紹介しよう。

集合！香港でよく飼われている人気のペット図鑑集合！香港でよく飼われている人気のペット図鑑
　ペットを飼うことは香港でもトレンドになっており、
その人気は加熱気味。定番のワンちゃんやニャンコ
から、上級者向けのエボシカメレオンまで、香港で
人気のペットを3つの評価ポイントともにラインナップ！

電話番号:(852)2886-5858 (日、英、中）
メール:info@salonde8.com
ウェブ:www.salonde8.com

Salon De 8
住所:2/F., 13 Lan Fong Rd., CWB
営業時間:11:00～20:00

体をかゆがったり湿疹がよく出るよ
うになったのだけど？

ご家庭でシャンプーをする場合
も水道水による肌荒れもあるよ
うです。また、日本とは違い一
年中湿度が高い状態は雑菌が

繁殖しやすい環境でもあります。水
道水が心配なようでしたら、蒸しタオルやド
ライシャンプーなどで体を拭いてあげたり、
ドライヤーの冷風で皮膚に風を送ってあげ
たりすると皮膚トラブルを減らすことができ
ることも。

　Salon De 8は今年で2周年を迎えるドッグサロン。
ワンちゃんとの接し方がやさしく丁寧で、お預かり時
の細かいカウンセリングで、飼い主の要望を叶えて
くれるスタイリング技術の高さに定評がある。綺麗
になった愛犬をさらに可愛くしてくれるグルーミング
後にもらえるアクセサリーも種類が豊富で好評との
こと。香港では珍しい炭酸泉スパもあり、ワンちゃん
たちも眠ってしまうほどの気持ち良さ。ワンちゃん
自身がしっぽを振って喜んで訪れるほど飼い主に
もワンちゃんにも嬉しいサロンとなっている。

　尖東にある「信和士多」という新聞スタンドには、毎日たくさんの人が
訪れている。というのも、ここには香港一有名な看板ネコがいるからだ。

その名も「忌廉哥」。日本語に訳すと「クリーム兄貴」。名前の通り、クリー
ム色の毛並みで、丸 と々太っている姿はまるでクリームパンのよう！

　忌廉哥は元々この店の看板ネコとして人気者だった。しかし、2012年
7月に突然失踪してしまい、その事がニュースに取り上げられると、香港
中が心配する事態に。失踪してから約一ヶ月後、とある駐車場で無事に
見つかり今度は香港中が安堵！それから忌廉哥は大人気の看板ネコに
なったのだ。

　例えば、いくつものCMキャラクターに抜擢されたり、Facebookペー
ジのいいね！は2013年8月現在、14万件にも及んでいる。さらに、ポスト
カードや写真集、カレンダーなどのオリジナルグッズも発売中だ。中でも、
旧正月前に発売された「揮春 （春聯）」は、売り切れ続出の事態となった。

可愛さ度：
♥♥♥♥♥
独立度：
★★★★★
病弱度：
◆◆◆◆

可愛さ度：
♥♥♥♥
大騒ぎ度：
★
ヤキモチ度：
◆◆◆◆◆

・大きくなるとオスは65センチ、メスは45センチ程度に。
・木の上に暮らすことが大好き。飼育箱には、偽物の木や、山登りの
   とき、ちょっと折れた木の枝を拾ってきて入れてあげると良い。
・周りの環境を観察するため、目は絶対閉じない。閉じていたら病
  気の可能性も。
・目玉の部分がウルトラマンに似ているので、「咸蛋超人（香港で
   もウルトラマンの訳名）」と呼ばれている。

・オーストラリア東部・南東部のみに生息する。
・最も人気のあるペットトカゲ。
・大きくなっても40センチ程度。
・性格はおとなしい。人になつきやすく抱っこすることもできる。
・爬虫類用のライトなどを備えた飼育箱などで育てる必要がある。

エボシカメレオン フトアゴヒゲトカゲ

・秋田犬と同じで日本古来の犬種。日本を代表する犬。
・秋田犬より小さいため、日本文化好きの香港人の間で大人気。  
  また、秋田犬を、柴犬と混同して飼っている香港人もたくさんいる。
・飼い主に対して忠実なので、番犬にもぴったり。
・香港では価格が高いので、まだ、高嶺の花感はあるが、柴犬
  専門の繁殖を手がける店もある。

可愛さ度：
♥♥♥♥
大食い度：
★★★
忠心度：
◆◆◆◆

柴犬柴犬エボシカメレオン フトアゴヒゲトカゲ

可愛さ度：
♥♥♥♥♥
大食い度：
★★
いい子度：
◆◆◆◆

・愛玩犬に分類されているが、元々は猟犬。賢く活動的。
・小型サイズの「ミニチュア」「トイ」などが現在大人気。
・体型が小さいので香港で飼いやすい。
・テディベア・カット、パピーカット、イングリッシュ・サドル・
　クリップ、ライオン・カットなど、いろいろなトリミング方法が
　ある。トリミング技術はプードルが基本になっている。
・プードルの大会ではイングリッシュ・サドル・クリップとライオン。
・カットのみで美しさを競う。

・シベリアなどの極寒地の原産なので寒さには強い。
・暑さは苦手。香港で飼ったら夏の電気代には要注意！
・ホーマンティン（何文田）のような高級住宅区では
   よく出没している。
・クールな印象とは裏腹に、人に対しては友好的。

カッコよさ度：
♥♥♥♥♥
大食い度：
★★★
いい子度：
◆◆◆◆◆

プードル シベリアン・ハスキープードル シベリアン・ハスキー

尖東忌廉哥（チムトンゲイリムゴー）尖東忌廉哥（チムトンゲイリムゴー）

香港の水道水は国際基準では飲料レベ
ルといわれていますが、配管などに問
題があるといわれています。そのため
水道水が口に付いたままになっている

と、アレルギーや肌荒れの原因になる場合
も。できるだけ煮沸したり、市販の蒸留された飲料
水をあげたほうが安全です。また、食器に関しても
ステンレス製ですと金属アレルギー、プラスチック
ですと化学物質によるアレルギーなども考えられま
す。もっともアレルギーの心配が無い陶器製の食器
の方が良いということもあります。

A
Q

Salon De 8に聞いた！　香港ペット生活のQ&ASalon De 8に聞いた！　香港ペット生活のQ&A

A
Q

　実際、忌廉哥に会いに行ってみると予想以上に大きい事にビックリ！
写真ではなかなか分かりにくいが、かなりのビッグサイズだ。しかし、そ
こがまたかわいいのである。横になると大きなお腹が目立ち、思わず触
りたくなってしまう。（「触らないで」という注意書きがあるため、我慢）ネ
コ好きにはたまらない。

　さらに忌廉哥には、なんと奥さんもいる。同じお店にいる、これまた
ビッグサイズの「妹妹（ムイムイ）」だ。

　一方、様々なイベントや活動に連れられてい
るので動物虐待と言われることもあるが、いつ
も満足気な表情をしている忌廉哥はきっとみ
んなに愛されて幸せだろう。

　ネコに癒されたい方は今すぐ会いに行って
みよう！

忌廉哥の奥さん
妹妹（ムイムイ）
忌廉哥の奥さん
妹妹（ムイムイ）

香港に来てから、口の周りが赤くなったり
荒れたような感じなんだけど？

ペットを連れて出かけるには？
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 特集

ペットと一緒に暮らす！
香港・華南地区お役立ちブック



 特集
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ペット可のアパート探し
お散歩コースも要チェック！
ペット可のアパート探し
お散歩コースも要チェック！
　犬や猫を飼うときにポイントとなるのが、ペット可のアパート探しだ。まず、香港の場合、
香港政府が提供する公共アパートは原則ペット禁止。民間の比較的高級なマンションは、
うるさくほえて他の住民の迷惑になる場合を除いて、ペット可のところも多いようだ。但し、
そもそもの家賃が高め。その他、郊外にある2階、3階建てのアパートではペットを飼うこと
ができる。ランタオ島にあるディスカバリー・ベイ（愉景湾）やムイオー（梅窩)は、ペット愛好
家に人気のエリア。庭付の一戸建てに住み、大型犬や、数匹の犬猫と暮らすという日本人も
いる。
　また、犬を飼うときは、お散歩コースなどのことも考えて、アパートを選んだほうがいいか
も。たとえば、犬禁止の公園もある。休日は、犬を連れて郊外の大きな公園に出かけるという
人もいるが、そこへどうやっていくかも考えてみよう。交通機関はペットを乗せられるものと
乗せられないものがあるので、注意が必要だ。
　さて、中国の場合。以前は一戸建てに住み、犬を飼う人もいた。しかし、近年、一戸建てか
ら政府が提供するアパートに移り住むうようになり、事情がかわってきた。こうしたアパート
では猫の飼育はOKだが、犬は禁止。物静かな猫に比べて、犬は攻撃的で、衛生的でないた
めだという。民間のアパートは、オーナーや管理会社の考え方により、ペットへの対応がわ
かれるようだ。

（所在地） 蛇口南海大道
（間取り） 2LDK　78㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 紫荊城ショッピングモール、ウォールマット、

花園城中心、蛇口体育センター、四海公園、
蛇口病院など。娯楽、生活便利Wal-mart、深
圳湾口岸、日本人学校近く

（備　考） ジム、Wifi環境、24時間コンビニ
（月　額） RMB6,500　管理費、税金込み

（所在地） 珠江新城
（間取り） 3LDK  155㎡
（室　内） 全家具家電付き、改装済み
（環　境） 緑が溢れる中庭
（備　考） 広州市に『空気がよいマンション敷地』に

選ばれている
（月　額） RMB15,000　管理費、税金込み

（所在地） ホンハム
（間取り） 3LDK  1270sq. ft.
（室　内） 全家具家電あり
（環　境） ホンハム駅すぐ
（備　考） ペットOK　プール．ジム．小学校．幼稚園送

迎バスあり。KCRホンハム駅すぐ横で、通勤・
中国方面の移動にはとても便利。尖沙咀中
心地までバス約6分。MTRチムサーチョイ～
セントラルまで約6分。紅磡海濱花園はすぐ
隣にあり、チムサーチョイ星光大道への道も
連結され、愛犬と一緒に散歩しよう。

（月　額） HKD36,000　管理費、税金込み

一間公寓　Apartment One

凱旋新世界

ロイヤルペニンシュラ/ROYAL PENINSULA/半島豪庭 香港ペットOKアパート

香港ペットOKアパート

深圳ペットOKアパート

深圳ペットOKアパート

広州ペットOKアパート

広州ペットOKアパート

スターツ 香港支店
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,
463-483 Lockhart Rd., Causeway Bay
TEL (852) 2836-0760

ジュノー不動産
深圳市羅湖区建設路1072号東方広場515室
TEL (86) 755-8217-1880

ベターハウス 広州支店
広州市天河区
天河北路僑林街47号
TEL (86) 20-3877-1528

深圳支店
深圳市福田区益田路
江蘇大廈B座1013室
TEL (86) 755-8367-8712

広州支店
広州市天河区天河北路233号
中信広場1205室
TEL (86) 20-3877-0041

ペットのお引っ越しはお任せ！
煩雑な手続きを全面サポート

スキャンウェルロジスティック株式会社
（Scanwell Logistics Co.,Ltd）
広州オフィス：白雲区遠景路168-172号時代新都匯A棟502室
電話：（86）20-8627-3388、（86）135-0304-0260
FAX：（86）20-8627-3788
深圳オフィス：福田区車公廟深南大道南側6033号金運世紀大廈18楼A-E
電話：（86）755-8236-1666、（86）138-2317-0865
FAX：（86）755-8236-1689
日本オフィス：東京都港区芝浦3-20-4 第六協栄ビル5階
電話：（81）3-6809-4548、（81）80-3363-5113
FAX：（81）3-6809-4549
Web：http://www.scanwell.co.jp/pet/

　いかがだろうか？手続きに圧倒される！「スキャンウェル」ではこれらの10ステップを全面サポー
トしてくれる。用意するのは、飼い主のパスポート原本、養犬証明、ペットの写真。ペットの帰国を考
えるなら、心強いサポートを活用しよう！

　「仲良く暮らして来たペットを、日本へ一緒に連れて帰りたい」。さて、いざワンちゃんネコちゃんを
連れて帰ろうとすると意外に大変だ。大切なペットの安全性や複雑な手続きについて、日本語で
しっかり説明を受けて安心したい。そんな時にペットの帰国を全面サポートしてくれるのが、日本・
中国間のペット引越しを手がける「スキャンウェル」。
　下記のステップを見ればペットの引っ越しがいかに煩雑であるかが分かる。

①出入境検験検疫局で
　輸出申請とISO取得の
　マイクロチップを装着。

②検疫局指定の動物病院で
　各種検査と
　第1回狂犬病予防注射。

③第2回狂犬病予防注射と
　血清採取。

④血清と血清証明書を
　日本畜産生物科学
　安全研究所へ郵送。

⑤血清採取後、
　180日の期間をおく。

⑥帰国40日前に
　日本の空港の
　動物検疫所へ申請。

⑦日本到着4日前、
　日本動物検疫所へ申請。

⑧出発2日前、
　動物病院にて最終検査。

⑨日本へ出発。

⑩日本へ到着後、
　日本動物検疫所へ
　各種書類を提出～
　無事帰国完了。

　昨年12月にオープンした「リトルモンスター」は日本人
グルーマー、吉積さんが常駐するサロン。吉積さんは日本
で講師を勤めた経験を持ち、ドッグヘアカタログにも取り
上げられるほど、技術の高さはお墨付き。飼い主さんの要
望やワンちゃんに合せたオーダーメイドのカットスタイル
を実現してくれる。また同店は1日に何十頭をこなすこと
なく、1頭1頭丁寧に仕上げてくれるのも嬉しい。オーナー
自身が「クオリティが下がるくらいなら売り上げは気にし
ない」という考えを持っているからこそできることだろう。も
ちろん使用しているシャンプーも、経験豊富なグルーマー
が長い経験の中で一番良いものを選んでいるので、仕上
がりが全く違うのだとか。お客様に「今までいろいろやり
たいスタイルがあったが、それをできる人がいなかった。
それがこちらではやってくれるので嬉しい」と言わせるサ
ロンの実力を、愛犬を連れて確かめてみては。

住所:5/F., 518 Jaffe Rd., CWB
電話:(852)2892-0183
営業時間:
月～金 11:30～20:30
土～日 11:00～21:00
フェイスブック:
 http://www.facebook.com/LilMonsterClub

経験豊富な日本人グルーマーの
ドッグサロン
経験豊富な日本人グルーマーの
ドッグサロン

Lil'Monster Grooming Club

お出かけ時も心配無用―「ペットホテル」
思威国際動物医院
　「旅行にいきたいけど、ペットがいるから……」、ワンちゃんやネコ
ちゃんを飼っている方にとっては、旅行や急な用事で出かけることは、悩
みの種だ。かわいいペットを預けられる信頼の置けるペットホテルを見
つけておきたい。日本では、比較的に充実しているこうしたサービス
だが、中国にも同じようなサービスが存在するのだろうか？

　「広州思威動物医院」では、ペットホテルサービスを提供している。ここ
では、できる限り、日ごろ飼い主がしているのと同じ飼育方法で預かって
くれる。例えば、歯みがきやお散歩などは、普段おうちでしているのと同じ

ようにやってくれる。食事に関しては、食べ物の変化によるストレスや病
気を防ぐため、飼い主がペットフードを用意する形をとっている。

　利用料金は、ペットの種類、ゲージの大きさ、飼い主の要望などにより
異なるが、標準的な料金は一日RMB50～224。英語および中国語による
サービスを提供しており、普段から多くの日本人に利用されている。ペッ
トのことでお悩みの皆さん、「餅は餅屋」、専門の動物病院があることをお
忘れなく！

思威国際動物医院
（Doctors Beck & Stone Pet Health Care Center）
時間：9:00～19:00
電話：(86)400-1038686（予約・救急）
メール：info@drbns.com
ウェブ：http://www.doctorsbeckandstone.com/index.php/boarding

広州・珠江新城分院：
天河区花城大道珠江新城御景平逸街2号111商舗（「南国中学」付近）
電話：（86）20-2838-2960
深圳・蛇口分院：
南山区招商東路皇庭港湾60号（地下鉄「湾厦」駅付近）
電話：（86）755-8666-4495



ビジネス（香港・広東共通）

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
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香港

香港&広東

「採用担当者向け！今週のおすすめ人材情報！」「採用担当者向け！今週のおすすめ人材情報！」

担当 : Ms. 西家 ( にしいえ )、Ms. ステイシー、
 Ms. 梁 ( りょう )、Mr. 松本

華南ワークスは華南エリアの日本人人材・ローカル日本語人材に特化した人材紹介会社です華南ワークスは華南エリアの日本人人材・ローカル日本語人材に特化した人材紹介会社です

日本人　
商社／営業など

日本人
アパレルマーチャンダイザー

日本人　会計士

中国人　
日系製造業／通訳

USD 1.5K

応相談

USD 3K～6K

RMB 10K

英語ビジネスレベル。東南アジアでの経験豊富。契約成立実績豊富。
輸出入業務経験豊富。
北京語ビジネスレベル。レディースインナー、マタニティ、ベビー等の
布帛・ニット衣服の企画・資材手配・サンプル作成・納期管理など。
顧客対応経験もあり。

英語ビジネスレベル。米国会計士ライセンス保有

日本語ビジネスレベル。韓国語も可。日本企業にて15年の就労経験。
品質管理、営業、新人教育、通訳など。

香港・ベトナム・
東南アジア

東莞 

香港・華南

東南アジア全般

ベトナム

info@hr-link.jpE-Mail:info@hr-link.jp
[Head Office]
Room No. 209, 2nd Floor, 
No. 6 Nguyen Thi Thap, 
Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi. Vietnam
TEL:(84-4)3791-6473｠
FAX:(84-4)3791-6203

[HCMC Office]
6F,Packsimex Building,
No.52 Dong Du St, 
Dist.1 Ho Chi Minh City,Vietnam
TEL:(84-8)3824-4931｠
FAX:(84-8)3824-4932

[Tokyo Office]
〒103-0015　
東京都中央区日本橋
箱崎町32－3 11F
TEL:03-3662-3660 
FAX:03-3662-3668

「ベトナムで働く」を応援する

Web:hr-linkvn.com

その技術。まだベトナムで活かせます！その技術。まだベトナムで活かせます！

ファッション/繊維・アパレル　勤務地：ベトナム
【工業団地コンシェルジュ】日系大手商社が運営・
管理する工業団地。テナント企業の関係部門及びゼネラルマネジャーへの対応。
50万～400万+住居費用

今週のベトナム注目求人

香港

キングスウェイは香港・中国において
人材と企業をつなぐベストマッチを目指しています
お気軽にお問合せください

URL: http://www.kingsway-hk.com
Kingsway Personnel Ltd キングスウェイ パーソネル リミテッド
Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza1, 489 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
香港銅鑼湾軒尼詩道489號銅鑼湾廣場一期16楼1606室
電話：(852)2110-4433  FAX：(852)2523-9133　E-mail：jpdept@kingsway-hk.com
担当：山本、久米、関根　営業時間: Mon-Fri 09:30-18:30

キングスウェイ営業/
海運・鉄道・空輸・陸運

香港/九龍 ～30K
5年以上の電子部品営業経験。諸業務。ビジ
ネスレベルの英語。既存顧客および新規営業。
日系顧客の窓口業務。納期管理、受発注管理。
ビジネスレベルの英語。

ベトナム 400万～500万 HR-Link
ベトナム

電子/
半導体・電子・電気機器

【電着塗装技術指導】オートバイフレームの
板金・溶接などを手掛ける日系企業。電着塗
装技術指導を行う。

HR-Link
ベトナム経理/建設・土木 350万～450万ベトナム

【現場施工管理者：本社採用予定】地盤調査、
改良、保証サービスまでを一括で提供する、
業界で唯一上場を果たした企業。現場施工
管理。

HR-Link
ベトナム

電気/電気・電子関連 400万～700万
+住居

台湾・
インドネシア

【縫製業界：パタンナー】米国大手アパレル
向けを中心とするOEM生産を行う企業。服
の設計を行い型紙を作る技術者を募集。

キングスウェイ営業/専門商社 ～35K
2年以上の飲料食品業界営業経験者。顧客、
仕入先との連絡業務。仕入発注、その他関連
業務。ビジネスレベルの広東語。北京語もし
くは英語尚可。

キングスウェイフード/
フードビジネス（和食）

～45Ｋ

3年以上の調理経験。鉄板焼きカウンターで
の調理、接客（食材・酒の説明）など。日本料
理店、寿司店などオープンキッチンでの調理
経験尚可。コミュニケーションレベルの英語
もしくは広東語。

生産管理/繊維・アパレル 香港/香港島
或いは九龍

香港/香港島

香港/香港島

～50K

5年以上の金融業（貸金、クレジット含む）で
のマネジメント経験。香港店の立上げにかか
わる諸業務。ライセンシーの申請管理等。ス
タッフ採用管理。本社への業務報告等。ビジ
ネスレベルの英語。

キングスウェイ顧客サポート/
海運・鉄道・空輸・陸運

～30K香港/九龍

5年以上の営業経験者。印刷物及びパッケー
ジ関連の営業。日系既存顧客のフォローアッ
プ。価格交渉、品質管理。営業スタッフのスー
パーバイズ。ビジネスレベルの英語、または
中国語。

営業/精密機器

ファッション/
繊維・アパレル

ファッション/
繊維・アパレル

ファッション/
繊維・アパレル

キングスウェイ経営/クレジット・信販

営業/電気・電子関連

HR-Link
ベトナム

ファッション/
繊維・アパレル

50万～400万
+住居費用ベトナム

【工業団地コンシェルジュ】日系大手商社が
運営・管理する工業団地。テナント企業の関
係部門及びゼネラルマネジャーへの対応。

HR-Link
ベトナム

ファッション/
繊維・アパレル

400万～500万
+住居相談ベトナム

【設計・現場監理者】プラスチック金型の製
造、メンテナンスを行う日系企業。技術指導・
現場管理者の募集。

香港WORKS営業/
フードビジネス（和食） 26K～35K香港

既存フォロー営業多い：日本料理店、日本食
品スーパーへの日本食材のセールス。肉・鮮
魚・米・野菜・酒類・調味料等。外勤営業、仕
入発注業務、その他関連業務。日本語以外に
中国語か広東語話せる方。

香港WORKSフード/
フードビジネス（和食） 香港 30K～50K

家賃は自己負担

懐石料理店で料理長・和食調理師・ホールス
タッフ募集です。店内は個室のみで、純和風
の内装です。伝統的な懐石料理。お任せコー
スのみ。料理長にはメニュー作成から厨房
内の仕事全般。

香港WORKSサロン/
エステティック・美容・理容 香港/九龍 25K～30K

美容師（ヘアスタイリスト）。スタイリスト経
験。パーマ・カラーのできる方。シフト制。

RGF 香港金融/銀行 香港 25K～30K
日系銀行にてのコンプライアンス部門。本社
サイドとのやり取り。コンプライアンス経験
者、未経験者どちらも可。金融経験者歓迎。

RGF 香港金融/外資系金融 30K～35K香港
外資系銀行のプライベートバンキング部門
にてのアシスタント職。経験者優遇だが、未
経験でも考慮。

RGF 香港営業/
ディスプレイ・空間デザイン 20K香港

化粧品や家電を置くディスプレイの販売、営
業。華南地区の工場へ出張し、試作、量産の
チェック。

RGF 香港生産管理/繊維 香港/九龍 20K
繊維専門商社にての生産管理アシスタント
職。経験者優遇だが、未経験でも可。やる気
のある方歓迎。

RGF 香港マーケティング/
半導体・電子・電気機器 25K～香港/九龍

外資系製造業にて、マーケティング職の募集。
商品のブランド構築、イベント、展示会開催。
電子・電気系にてのマーケティング経験者
優遇。

香港WORKSサロン/
エステティック・美容・理容 13K～20K香港

店舗内にて施術、カウンセリング、電話応対、
カルテ記入、売上管理　スタッフ管理。管理
システムの操作、マーケティングなど。英語
コミュニケーション能力、チームワークが築
ける方、エステ、接客経験がある方優先。

香港WORKSフード/
フードビジネス（和食）

18K～25K香港

セントラルにオープン予定の懐石料理店で
和服ホールスタッフ。和服を着てのサービス。
配膳及び料理の説明。着付け・茶道等も習え
る。
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SI営業
（広州マネジャー候補者）/
IT

広州 RGF 広州RMB
15K～20K

日系企業向けSI提案型営業。NWサーバー、
通信ネットワーク、SI、サーバーの設置、イン
フラ構築などの提案。営業地域は広東省全域
及び香港地区。

品質管理/繊維 広州/珠海 テンプスタッフ
広州RMB28K

編成技術、染色仕上加工技術、プリント技術
の指導・生地の品質管理指導。英語もしくは
中国語日常会話・繊維加工技術者。

テンプスタッフ
広州営業/通信関連 広州 RMB15K

日系企業向けの営業活動。IT営業経験、ネッ
トワーク知識ある方、中国語日常会話。

テンプスタッフ
広州

旅行・サービス関連職/
ホテル・旅館 広州 RMB10K

カウンターでの来社顧客対応・旅行プランの
企画・航空券の予約業務。旅行業界経験・チ
ケット販売システム（ETERM）操作経験。

テンプスタッフ
広州営業/メーカー 深圳 RMB25K

既存顧客のフォロー、Mailベースでの欧米
客先との交渉、北米客先へのの訪問交渉（1
～2回／年）。英語ビジネスレベル。

深圳/東莞 RMB20K テンプスタッフ
広州

品質管理/
鉱業・金属製品・鉄鋼

粉末冶金製品の試作､設計業務､管理。機械
部品設計経験10年以上、基本的な品質知
識・原価知識・対人能力ある方、中国語日常
会話。

テンプスタッフ
香港

営業/物流・倉庫 香港/九龍 18K～25K
日系顧客向け営業。将来的にはマネジャーを
目指している方。

RGF 深圳営業担当/製造業 RMB
8K～20K深圳

日系大手顧客の担当として、顧客企業の完成
品の、デリバリー全体の管理。女性歓迎、中国
語で意思疎通が可能な方募集。また、同様の
経験が無くても、やる気と謙虚さのある方歓
迎。

RGF 深圳
駐在員サポート
(企画、レポートなど)/
サービス業

RMB
10K～20K深圳

日本本社へのレポート業務や、複数ある事業
の企画・運営、現地法人の設立などの候補者。
若手で、経営層に近い視点で働きたい方、成
長意欲の高い方募集。企画業務・各種レポー
ト業務等を経験された方。

RGF 広州自動車部品営業部門管理者/
製造業

RMB
15K～25K
（額面金額）

広州

新規案件の日本人管理者からの情報収集によ
る拡販業務及び部下管理マネジメント業務。
他拠点責任者との社内調整（日本、タイ、アメ
リカなど）など。

RGF 香港金融/その他 19K香港/九龍
金融サービス業にてのアシスタント業務。営
業チームのアシスト、新規顧客開拓後のフォ
ローアップ。ノルマ無。

テンプスタッフ
香港

営業/
フードビジネス（総合） 香港/九龍 20K～30K

飲食店への設計、プランニング、施工サービス
の提案営業。フード関連ビジネス経験者。

JAC 香港コンサル/銀行 ～40K
(応相談)香港/香港島

中国華南地域の日系企業向け法規制、会計
コンサルティング全般。北京語、日本語必須。

JAC 香港～25K
(応相談)香港/香港島経理/専門店

（ファッション・服飾関連）
外資系アパレルの経理データーマネジメント
担当者募集、英語、日本語情報の整理、データ
加工など。

中国系大手投資会社の日系投資家対応IR業
務全般。投資銀行、資本市場関連経験者歓迎。
英語必須。

JAC 香港企画・管理・経営関連/
証券・投資銀行 香港/香港島 ～45K

(応相談)

テンプスタッフ
香港

企画・管理・経営関連/
専門コンサルタント

香港/香港島 35K～45K
ビジネスコンルティング業務全般。日本マー
ケットの取りまとめ。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

事務系関連職/
繊維・アパレル 香港/九龍 15K～25K

マーチャンダイジング業務全般。アパレル経験
者歓迎。英語または北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港営業/生命保険・損害保険 15K～25K香港/香港島

日系企業担当の営業業務全般。業界経験不
問。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港10K香港/香港島顧客サポート/

投資信託委託・投資顧問
半日勤務。顧客問い合わせ対応および日英・
英日翻訳など。

文系又は理系の教師：小中学生担当。 テンプスタッフ
香港教師/教育 香港 20K

香港&広東
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インテリジェンス
香港経理/建設・土木 香港/九龍 15K～30K

香港の交通機関建設プロジェクトのコストコ
ントロール業務。1)会計経験（製造業が望ま
しい）もしくはQS経験　2)ビジネスレベルの
英語

インテリジェンス
深圳企画/金融 ～RMB25K深圳/羅湖

コールセンター運営企業にて経営企画マネジ
ャー業務。1)各種レポーティングに必要な文
書作成・数値分析能力 2）社内コミュニケーシ
ョンレベルの英語。企画系業務・金融・サービ
ス業界経験者歓迎

インテリジェンス
深圳営業/ガラス・化学・石油 ～RMB20K深圳/福田

工業用製品メーカーにて営業業務。1）ケミカ
ルメーカーでの勤務経験者　2）ビジネスレ
ベルの普通話

インテリジェンス
香港営業/保険 香港/香港島 25K～30K

日系法人顧客に対する提案型営業。主に既存
顧客のフォローアップ。　1)5年以上の法人
損害保険営業経験　2)ビジネスレベルの英
語　3)香港の保険営業資格保持者あるいは
入社後に資格を取得していただける方

インテリジェンス
香港

デザイン/
ディスプレイ・空間デザイン 香港/九龍 応相談

小売店やレストランの設計・施工を手がける
デザイン会社でのデザイン業務。1)3年以上
の関連業務経験　2)Auto CADスキル　3)
コミュニケーションレベルの英語または中国
語（広東語/普通話）

インテリジェンス
香港生産管理/繊維・アパレル 20K～30K香港/香港島

大手日系繊維商社にて日本・欧州向け繊維商
品の生産管理業務。1) 5～10年の繊維・アパ
レル分野の生産管理経験　2) ビジネスレベ
ルの英語と普通話　

インテリジェンス
香港

営業/
生命保険・損害保険

20K～25K香港/香港島

日系保険会社にて、法人営業業務。1) 3年以
上の社会人経験（業界不問）　2) ビジネスレ
ベルの英語　3) 損保営業に対する深い関心
がある方

インテリジェンス
香港

営業/
海運・鉄道・空輸・陸運 15K～20K香港/新界

大手日系物流会社にて新規開拓とフォローア
ップ業務。取り扱いサービスは主に貨物輸送・
引越し・宅配など。1）3年以上の関連業務経
験　3)コミュニケーションレベルの英語

インテリジェンス
香港語学・教育関連職/教育 香港/香港島 15K～20K

日本人向けの学習センターにて、算数・国語・
英語学習指導を担当。1）教育に対する情熱 
(業界経験不問) 2）コミュニケーションレベル
の英語　

インテリジェンス
広州

営業/
生命保険・損害保険

RMB
10K～15K広州

日系企業担当として、広州への新規進出企業
のマーケティングや、既存顧客へのサポート
業務。1)2年以上の社会人経験　2)コミュニ
ケーション能力の高い方

インテリジェンス
香港

事務系関連職/
外資系銀行 香港/香港島 応相談

外資系金融機関にて投資家向けの広報およ
び経理アシスタント業務。1)3年以上の関連
業務経験　2)ビジネスレベルの英語　3)高
い文書作成能力。投資銀行あるいは企業の財
務部での就業経験者歓迎

ぽけっとページ営業/
ぽけっとページ 香港/九龍 応相談

弊紙PPW新聞と電話帳ぽけっとページの
広告営業。営業以外に編集なども積極的に
学べ、将来的にはオフィス管理者へのステッ
プも可能。ベトナムなどへの出張あり。

顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 香港/香港島 JAC 香港～25K

(応相談)

日系保険会社のカスタマーサービス募集、
業界不問の個人、法人向けカスタマーサー
ビス経験者。英語必須。

営業/家電・AV機器 香港 JAC 香港～60K
（応相談）

外資系消費財メーカーのAPACセールスダ
イレクター募集、化粧品、家電、キッチン関連
製品の営業経験者

JAC 香港コールセンター/
インターネット関連 香港/香港島 20K

インターネットビジネス全般のコンサルティン
グ事業会社でのお仕事。カスタマーサポート
業務。英語コミュニケーションレベル。基本
的なITスキル。

JAC 香港企画・管理・経営関連/
食品 東莞

1380万円
(駐在手当て込み）

中国工場に出向頂き工場長として、包装資
材を製造している中国工場のマネジメント
全般。北京語必須。

JAC 香港顧客サポート/物流・倉庫 香港/九龍 20K前後
日系物流企業でのアパレル顧客窓口担当。
倉庫担当への指示、入出庫管理。英語会話レ
ベル以上。

香港/香港島 18K JAC 香港顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問

独立系投資顧問会社でのカスタマーサービ
ス。日本人顧客担当。アドミ業務。英語必須。

JAC 香港顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 香港/香港島 応相談

独立系投資顧問会社での日本人顧客担当。金
融経験5年以上。英語ビジネス必須。SFC資格
者優遇。

JAC 香港 営業/ガラス・化学・石油 香港/香港島 20K～40K
燃料の新規開拓営業を中心とした販売。中・
長期的な取引営業に興味ある方。英語ビジ
ネス。 

香港＆広東香港＆広東
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Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資 中国・香港地区で働く人のための資産運用術（12）

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Flat E, 21/F., Block 1, Queen’s Terrace, 
No.1 Queen St., Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は17年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

個別相談
随時受付中
（無料）

　もし資産の大部分を日本に集中させているとしたら、あな
たが今、自分と家族の将来を防衛するためにすべきことは、
　
　第一に、海外に銀行口座を開設し、日本に集中している資産
の一部を移す、

いわゆる「場所の分散」

　第二に、為替の変動リスクを避けるため、海外に移した資産
を様々な通貨に分散する、

いわゆる「通貨の分散」

　その手始めとして香港でHSBC香港に口座を開設します。

　日本に集中していた資産の一部を香港に移すことにより、「
場所の分散」が達成され、HSBC香港に備わっている12種類の
外貨預金口座を利用することにより、「通貨の分散」ができる
のですね。

　「場所の分散」はさらに2カ所、3カ所と進めることにより、一
地域の経済・金融の混乱が自分の資産に与える悪影響を小さ
くすることができます。玉子のカゴが2つの場合はそのうちの1
つが壊れても1つが残る、玉子のカゴが3つの場合はそのうち
の1つが壊れても2つが残る、そして3つの場合は仮に2つが壊
れてもすべてを失うことはない、という分散投資の原則をより
よく生かすために、HSBC香港口座開設のために香港を訪れ
たのならもう少しだけ足を伸ばして中国本土へ行き、中国銀
行の口座を開設します。

　こうすることにより、

「日本」、「香港地区」、「中国」

の三カ所の「場所の分散」が可能になるのです。

　中国に銀行口座を持つことは次のステップの「通貨の分散」。
そしてその先の資産運用においても有効です。なぜならそこには
中国の通貨「人民元」の存在があるからです。

　かつて米ドルに対して固定されていた人民元は、2005年の7月
に管理フロート制という実質的な変動相場制に移行してから、
2013年の今日まで実に30%以上も切り上がってます。つまり人民
元という通貨の価値は世界的にどんどん高くなっている。

　最近でこそ中国は景気の減速が取りざたされていますが、過
去十数年に毎年10%近くの経済成長を遂げてきた中国の通貨と
して、信用が高まっているからです。

　一方で、発展の代償ともいえる激しいインフレに苦しむ中国は
継続的に金融の引き締めを図っています。金融の引き締めとは
金利を上げて市中にあるお金の量を減らすことです。

　2013年3月時点で中国の定期預金金利は

1年物で3.25%
5年物で4.75%

と非常に高い水準にあります。

　例えば、100万円分の資金を5年間中国の定期預金に預け
ると24万円程度の利息が満期のときに受け取れるということ
です。定期預金という投資の中でもっともリスクの低い部類
に入る運用でこれだけのリターンが見込める。これも急激な
経済成長の背後で起こっていることなのです。

　現在は定期預金金利でも0.1%以下の低水準にある日本円
とて、かつては7%や9%という高率の利息がついた時代があ
りました。当時の日本も高度経済成長期にあり、やはり国内
では急激なインフレが進行していたのです。

　物価高騰により現金の価値が1年に5%以上も下がる世の
中。日本政府は金利を引き上げて日本円の通貨価値を下支
えしなければならなかったのですね。現在、日本でこのよう
な高金利は望むべくもありませんが、発展の途中にある中国
ではまだこうした高金利を享受できます。

　また、高金利だった1970年の日本円の為替レートが今で
は4倍近い水準にあるということも注目すべきでしょう。人民
元が日本円と必ずしも同じ運命を辿るとは限りませんが、そ
の可能性を否定することもできません。

　「通貨の分散」とともに高金利により収益も見込める。

　こうしたチャンスはきちんと利用してゆきたいものです。

香港＆広東 香港
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